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ＴＲＢ速報
国内開催の国際会議 セッション企画
Workshop on Connected and Automated Driving Systems
ITS 世界会議デトロイトのセッション企画
SIP 自動走行システムの統一メッセージ作成の提案
平成２５年度特許出願技術動向調査
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６．議事要旨
1. 推進委員会及び各ＷＧの体制について
 資料３－１－１，２，３，４に基づき、構成員の変更について事務局より説明
2. 研究開発テーマの進捗について
 資料３－２－１，２，３に基づき、研究開発テーマの進捗、本日の議論内容についてＰＤよ
り説明
3． システム実用化 WG の進捗状況について
4. 次世代都市交通 WG の進捗状況について
5. 国際連携 WG の進捗状況について
 資料３－５－１，２，３に基づき、ＴＲＢ速報、国内開催の国際会議セッション企画、ITS 世
界会議デトロイトのセッション企画資料について、国際連携ＷＧ・天野主査、内村構成員か
ら説明があり、以下の質疑があった。
 ＴＲＢでもＳＩＰが何かを始めた、とくに、官民共同でやっているということの認識が
高まったと感じている
 ＴＲＢでは各国の悩みが我々の悩みと共通であるということがわかった。カリフォルニ
アの規制に関する取り組みは参考になった
6. SIP 自動走行システムの統一メッセージ（テーマ・スローガン）の進め方について
 資料３－６に基づき、SIP 自動走行システムの統一メッセージ作成について、国際連携ＷＧ・
天野主査から提案があり、以下の質疑があった。
 １１月の国際会議に向け、ＳＩＰの情報発信力が弱いと感じている。公開できるものを
いかにわかりやすく伝えていくか、ＨＰづくりもしっかり考えて頂きたい
 プレスへの有効なアピール方法も考えたい
7. 特許庁報告（国内外動向）について
 資料３－７に基づき、自動運転技術に関する国内外の特許動向について、特許庁より説明が
あった。
8. 新たな取り組みの方向性について
 資料３－８に基づき、今後注力すべき取り組みについて、渡邉ＰＤから提案があった。
9. その他
 本日の総括として、以下の議論があった。
 資料３－８で示された取り組みに、二輪車への対応を入れてほしい
以上

